
[ジュニア_JOC選抜]2022年JOC選抜室内四国地域

男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 高松北高校 香川 楠 波琉音 [1]  

   楠 波琉音 [1] 

2 WINNER 愛媛 武田 壮 8-5   

    楠 波琉音 [1] 

3 松山北高校 愛媛 石綿 凌空  8-3  

   松田 悠晏  

4 城南高校 徳島 松田 悠晏 8-6   

    楠 波琉音 [1] 

5 新田高校 愛媛 鈴木 瑛翔 [3]  8-3  

   鈴木 瑛翔 [3]  

6 城南高校 徳島 井原 康太 8-3   

    鈴木 瑛翔 [3] 

7 土佐高校 高知 斉藤 名趣  8-1  

   中原 仁誇  

8 高松北高校 香川 中原 仁誇 8-1   

    楠 波琉音 [1] 

9 SKOP 高知 長尾 冠奎  6-3 3-6 [10-4]  

   𠮷川 将吾  

10 高松北高校 香川 𠮷川 将吾 8-4   

    濵永 佐介 [4] 

11 城南高校 徳島 早見 天斗  8-6  

   濵永 佐介 [4]  

12 新田高校 愛媛 濵永 佐介 [4] 8-1   

    伊藤 拓 [2] 

13 桜町中学校 香川 德倉 海都  8-3  

   德倉 海都  

14 高知高校 高知 西原 大海 8-4   

    伊藤 拓 [2] 

15 四国中央市テニス協会 愛媛 佐々木 祐璃  8-4  

   伊藤 拓 [2]  

16 新田高校 愛媛 伊藤 拓 [2] 8-0  

    

  順位 3-4 鈴木 瑛翔 [3]  

    

  濵永 佐介 [4] Not Played 

   

  



[ジュニア_JOC選抜]2022年JOC選抜室内四国地域

女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 土佐高校 高知 池内 奈々  

   渡部 日菜 

2 松山東高校 愛媛 渡部 日菜 8-0   

    窪田 結衣 

3 愛媛トレセン 愛媛 窪田 結衣  8-1  

   窪田 結衣  

4 HIROテニスカレッジ 徳島 田住 星雛奈 8-3   

    窪田 結衣 

5 新田高校 愛媛 石川 伽音 [3]  8-3  

   石川 伽音 [3]  

6 高知高校 高知 平野 礼菜 8-3   

    石川 伽音 [3] 

7 徳島商業高校 徳島 中海 歩夢  9-7  

   阿部 千春  

8 丸亀TC 香川 阿部 千春 8-3   

    窪田 結衣 

9 新田高校 愛媛 石川 璃星  7-5 5-7 [10-7]  

   高原 彩音  

10 高松北中学校 香川 高原 彩音 8-2   

    西森 暖乃 [4] 

11 土佐女子高校 高知 杉村 リナ  8-5  

   西森 暖乃 [4]  

12 城南高校 徳島 西森 暖乃 [4] 8-4   

    西森 暖乃 [4] 

13 高松北中学校 香川 植田 彩夢  8-3  

   山中 麟  

14 高知中央高校 高知 山中 麟 8-2   

    山中 麟 

15 徳島商業高校 徳島 秋山 咲悠  9-8(5)  

   近藤 唯 [2]  

16 新田高校 愛媛 近藤 唯 [2] 8-3  

    

  順位 3-4 石川 伽音 [3]  

    

  山中 麟 Not Played 

   

  


